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概要: 映像とのインタラクションを実現するための手段として，ディスプレイを人間への映像提示媒体

としてだけでなく機械への情報提示手段としても利用する研究が進められている．これまでの手法には，

可視マーカを表示するために映像の見た目を損なってしまうという課題や，独自に開発した高速なプロ

ジェクタを用いる必要があるなどの課題があった．本稿では，リフレッシュレートが 60 Hz程度の一般

的な液晶ディスプレイで提示する映像に，人間には知覚不可能なほど微小な色差を持つ二色を交互に表

示することで情報を重畳する手法と，その色振動を検出する手法を提案する．
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1. はじめに

ディスプレイで人間に映像を提示しつつ，その映像に合

わせて実世界の機械に付加情報を伝送する研究が進められ

ている．Display-Based Computing [1] では，機械に提示

するマーカを映像として投影するというアプローチがとら

れてきた．しかし，映像が人間のための領域と機械のため

の領域に区切られてしまうため映像の見た目が損なわれる

ことや，機械のための初期化やキャリブレーションが必要

であることが課題であった．これを解消するために，映像

の各画素で不可視の可視光通信を行う空間分割型可視光通

信 (PVLC) [2]が提案されたが，独自に開発した高速なプロ

ジェクタが必要であり，一般的な装置では実現できないと

いう課題が残っていた．

また，液晶ディスプレイなどの一般のディスプレイ映像

の中に不可視の情報を重畳する技術として，電子透かしが

ある．電子透かしの多くは映像の空間方向に情報を埋め込

むものであるため，空間的局所性を持っていない．それに

対し VRCodes [3]は，画素の色を高速に変化させ時間方向

に情報を埋め込む手法を提案しているが，任意の色を表示

する手法ではなく，人間に映像表現を提示することはでき

ない．Kaleido [4]も同様に，色の高速変化を用いているが，

カメラにとってのノイズを生成することのみを目的として

おり情報を伝送するものではない上，実装のためには高速

なディスプレイを必要としてしまう．

本研究では，リフレッシュレートが 60 Hz程度の一般的

な液晶ディスプレイで提示する映像に，不可視な色変調を

用いて情報を重畳する手法を提案する．また，その情報が

機械にとってどの程度認識しやすいかを評価し，それを予

測するための評価関数の設計と妥当性の確認を行った．
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2. 提案手法

一般に普及しているディスプレイで不可視な情報を重畳

するために，人間には知覚できない画素の微小な色変化で

機械のための情報を伝送することを提案する．この際，

• 人間には知覚しづらく，

• 機械には認識しやすい

という 2要件を満たす色変調方式が求められる．

人間には知覚しづらい色変化の基準として，現在，人間

の知覚する色の差を正確に定量化できる最も良い計算式と

されている CIEDE2000色差式 [5] (∆E2000)を用い，これ

を十分小さい値に留める．

機械に認識しやすい色変化の基準は，機械の特性に基づ

いて決める必要がある．本稿では，ディスプレイの映像を

受光するセンサとしてカラーセンサを用いる．カラーセン

サは，赤・緑・青それぞれの波長域に感度のピークを持つ

3chのフォトダイオードである．各フォトダイオードは赤，

緑，青の波長域にそれぞれ SR, SG, SB [A/W]という感度特

性を持つ．そこで，(R,G,B)から (R′, G′, B′)への色変化

の認識しやすさを予測する評価関数を

E(R,G,B;R′, G′, B′) =

SR|R2 −R′2|+ SG|G2 −G′2|+ SB |B2 −B′2|
(1)

と定める．

以上から，∆E2000が十分小さい色のうち，評価関数が最

大となる色を，変調後の色とする．本稿では，60 fps 映像

において，ある領域の色を，元の色のままにしたフレーム

と，変調後の色としたフレームを，交互に配置することで

30 Hz の色振動を生成し，この周波数の色振動のあり・な

しで二値データを表現する．

特定の周波数の色振動の有無を判定するために二位相ロッ

クインアンプの原理を用いる．被検信号 y = A sinωt に対



図 1: 信号処理回路のブロック図

して，位相差 ϕ を持つ二つの参照信号 yref1 = sin(ω0t+ϕ)

，yref2 = cos(ω0t+ϕ) を乗算し，カットオフ周波数が 0 Hz

に近いローパスフィルタ (LPF)に通す．更にこれらの二乗

和平方根を計算すると,

Y =

{
A
2

(ω ≈ ω0)

0 (else)
(2)

という直流信号が得られる．したがって，ω0 = 2πf とする

ことで，映像中の f Hzの振動成分の有無を判定できる．

3. 実装

映像を受光したカラーセンサ (S9032-02，浜松ホトニク

ス) の各フォトダイオードから出力された信号を図 1 のア

ナログ回路で処理し，微小な色変動を増幅した信号を得る．

その信号をマイクロコントローラ (mbed LPC1768, NXP

Semiconductors)に入力し，3 chの信号の絶対値を足し合わ

せる．この加算後の信号は 60 Hzの振動をするので，提案の

振動検出手法によりそれを認識する．なお，今回用いたカラー

センサは (1)式において，SR = 0.16, SG = 0.23, SB = 0.18

という値を与える．

4. 実験

本稿では，不可視な色変調に求められる 2要件のうち，機

械への認識しやすさを評価し，それを予測する評価関数の

妥当性を検討する．提案手法においては，振動検出処理後

に得られる直流信号値の大きさが機械への認識しやすさに

対応する．

図 2: センサ回路を用いた測定実験の様子

図 3: (R, G, B) = (0, 0, 255)の変調前 (左)と変調後

(右)の色変化の様子
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図 4: 振動検出処理後の波形

RGB値がそれぞれ 0，128，255のいずれかとなる組み合

わせ，33 = 27通りの単色の画像全体に情報を埋め込んだ．

この際，∆E2000 はできるだけ小さいことが望ましいので，

∆E2000 の最大値∆Emax
2000 を 0.5とした．映像表示位置から

垂直に 20 cm離れたところにカラーセンサを固定し，提案

手法の振動検出処理によって得られる直流信号の値をマイ

クロコントローラ内で測定した．測定は，輝度 60 cd / m2

の色校正済みの液晶ディスプレイ (CG-2420，EIZO) を用

い，環境光の入らない組立式暗室 (ADR-F2，アズワン)内

で行った．実験時の様子を図 2に示す．

5. 結果

まず，振動検出処理により得られる波形の時間変化を示

す．(R,G,B) = (0, 0, 255)の画像を，t = 0 sから t = 10

sまで無変調で表示し，それ以降は色変調した画像を表示し

た．この場合，図 3の 2色間の振動を検出することになる．

このとき，図 4の波形が得られた．無変調時には 0 V近い

値を取っているが，t = 10 s から色振動を検出し始めて信

号値が過渡応答状に増加し，t = 20 s頃から 0.23 V程度の

安定した直流信号値を取っている．したがって，提案した手

法によって映像に重畳した二値情報を安定して認識できる

ことが分かった．このとき，直流信号値が小さすぎると無

変調時の信号値と区別不可能となることが考えられる．無

変調時の信号値の最大値が 0.005 Vであったため，本稿で

は，目安としてその 10倍の 0.05 V以上を安定認識の基準

と設定した．

次に，評価関数の値 (評価値)を横軸に，得られた直流信

号の値 (定常値)を縦軸にプロットしたグラフを図 5に示す．

なお，図 4の波形を考慮し，測定の際には，変調した映像



図 5: 評価関数の値 (評価値)と得られた直流信号の値 (定

常値)の関係
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図 6: 変調条件変更後の評価値と定常値の関係

を 15秒間受光し最後の 5秒間の信号値の平均を定常値とし

た．図 5より，評価値に対しておよそ直線的に定常値が増

加していることが見て取れる．この場合における相関係数

は 0.92と計算され，定常値と評価値は強い相関を持つこと

が分かった．

しかし，赤枠線で囲まれた点群 ((R,G,B) = (0, 0, 0),

(128, 0, 0), (0, 128, 0))については，定常値が 0.05 V以下と

なっており，安定した認識ができていない．そこで，これら

の色についてのみ，∆Emax
2000 を 1.0として変調して同様の測

定を行った際に得られるグラフを図 6に示す．(R,G,B) =

(0, 0, 0)以外については定常値が 0.05 V以上に達しており，

安定した認識が可能となった．したがって，(R,G,B) =

(0, 0, 0) のように，RGB 値が小さい色については ∆Emax
2000

を大きくしても認識が難しい場合もあるが，それ以外の場

合は，変調前の色に応じて ∆Emax
2000 を大きくすれば，安定

した認識が可能であるということが分かった．

6. 結論

本稿では，一般的な液晶ディスプレイで提示する映像に

対して不可視の情報を重畳するため，人間には知覚できな

い程度に微小な色の変化で画素を色変調する手法を提案し

た．そして，情報を重畳した映像の表示と受信を行うシステ

ムを実装し，情報の検出と，検出しやすさを予測するため

に設計した評価関数が妥当であることの確認を行った．実

験の結果，評価関数は有用であり，評価値が十分大きけれ

ば安定して情報が受信可能であることと，RGB値が小さい

色に対してはこの変調方式は有効でないことが分かった．

今後の展望としては，RGB値が小さい色も含めたあらゆ

る色に有効な変調方式を検討していきたいと考えている．具

体的には，輝度一定で色度のみを変化させた際のフリッカ

は約 25 Hz以上で知覚されなくなる [6]ことを利用し，色

振動をする 2色として ∆E2000 が小さい色以外も用いる手

法についての検討を行う．
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